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(茶研報115: 37~48， 2013) 資料

チャの育種要綱策定と改訂(第 1，2次)に至る経過

元農林水産省野菜・茶業試験場

中山仰*

(平成25年 3月29日受理)

Preparation and Amendment of Tea Breeding Outline， 
a Historical Review 

Aogu N akayama 

National Research Institute ofVegetables， Ornamental Plants and Tea 

1 は じ め に

戦後間もなく，茶の生産は輸出を中心に著

しい速度で回復し優良品種育成と普及への

要請が高まってきた。そこで，当時の農林省

農業改良局研究部が主体となり，農林省茶業

試験場が協力して，茶樹育種要綱を含む， r茶
樹品種改良の組織j 1) が作られ， 1952年に

公表された。そこには今後のチャの育種の基

本的な進め方を示すとともに，品種登録を制

度化し，すでに国あるいは府県で育成されて

いた有望品種の普及促進を図ることとした。

この『茶樹品種改良の組織』の原案は，農

林省農業改良局研究部の協力要請に応じ，茶

試の品種改良研究室志村喬室長(兼遺伝生理

研究室長)が中心になって作られ，当時，筆

者は研究員の一人として原案作成に加わっ

た。また，同要綱の改訂が検討された全国茶

試験研究打合せ会(後に総括検討会となる)

の育種部会にも，関係研究室の一員として参

加してきた。

育種要綱の策定からすでに60年を経過し

* 干421-0505 静岡県牧之原市中西416

その聞にかつての在来種実生茶園は，そのほ

とんどが栄養繁殖による優良品種茶園に変わ

った。これはわが国のチャ栽培の歴史800年

の中の，戦後わずか50~60年の聞の出来事で，

まさに歴史的な大変革であった。育種要綱の

検討は，このような変革の初期に当時の育種

研究者らによって進められ，策定から改訂の

過程で，わが国のチャの育種を今後どのよう

にすべきかについて真撃な論議がなされた。

そこで，同要綱策定60年の機に，このよう

な経過を，現場での茶園増殖法の変遷ととも

に振り返ることを d思い立つた。育種要綱策定

とその改訂の経過については，すでにチャ育

種の回顧2，3)の中で紹介されているが，ここ

には手元にある資料を参考に，筆者が当時見

聞した内容を中心に，記録にとどめたく筆を

執った。大方のご参考になれば幸いで、ある。

(農林省茶業試験場は1950年に実施された農

業試験研究機関の整備統合により，東海近畿

農業試験場茶業部に再編された。そのため，

本稿に述べる経過の中で場所名が変わること

になるが，その説明に際し“5，育種要綱策
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定に続く品種登録"までは，茶試と表示する

こととする)

2 育種要綱策定以前の国の研究機関におけ

るチャ品種育成の概要

1896年，東京西ケ原に農務局製茶試験所が

創設され，内外茶産地から収集したアッサム

種，中国種， 日本種について，その特性が調

べられた。また， 1905年頃からは，早晩性や，

紅茶および、緑茶用としての特性調査と選抜が

行われた 4)。それらの中から後に紅茶用品種

‘べにほまれ'や，緑茶用品種‘あさつゆ，

みよし，たまみどり'などが育成されている。

これらの育種材料は1919年，静岡県榛原郡

金谷町(現島田市)に独立した茶試に移され，

個体選抜や特性調査が引き続き行われた。さ

らに，系統分離による純系品種を目指した育

穫が進められる 4) とともに，多数の品種・

系統の染色体ならびに系統聞の親和関係な

と細胞遺伝学的研究も進められた 5)。

茶試で交雑育種を取り上げたのは，紅茶用

品種育成では1933年から，緑茶用品種では

1934年からである 6)。その後，毎年のように

多数の交配が行われているが，本格的な選抜

は戦後のことで，緑茶用では1949年に交配し

選抜された系統F)NN13が‘かなやみどり'

として， 1970年に登録されている7)。

また，自殖系統の開発にも着手しており，

1934年から形質優良と認められる30系統につ

いて，自家受粉による次代植物を育成し形

質の遺伝関係を調査し4) その中から選ばれ

た32系統について，描木発根性や生産力検定

により， 1949年にy-1 ~y- 5 (yは自殖

系統を示す記号)が選抜された。このうちY

2は国茶U-14号(後の‘あさっゆ， )の

後代で， 1954年に全国連絡試験に供試され，

鹿児島県で、特に成績が良かったため，鹿児島

県の奨励品種に採用されるにあたり， ‘ゆた

かみどり' と命名された 8)0 2008年現在の普

及面積は‘やぶきた'に次ぐT。

一方，紅茶用品種育成のため，在来種，中

国種，アッサム種等の間での相互交配を，毎

年のように多数行ったが， 1937年交配の中か

ら，戦後になり 12系統， X -1 ~ X -13 (X 
-2は欠) (Xは人為交雑系統を示す記号)

が選抜され9. )0) そのうちX-13が‘べにふ

じ' として， 1960年に登録された11)。また，

紅茶用品種育成に関しては， 1929年に農林省

は鹿児島県に紅茶の指定試験地を置き，アッ

サム種を利用した交雑育種が開始され，育

成された l代雑種中から鹿アッサム交配 1

号(後の‘はつもみじ)，同16号(後の‘べ

にたちわせ， )，同132号(後の‘あかね， )は

1953年に12) 同8号(後の‘べにかおり， ) 

は1954年に登録された13)。

3 茶樹品種育成についての竹崎嘉徳教授の

提言

京都帝国大学の竹崎嘉徳教授(育種学)は

大正末期から奈良県立農事試験場の育種を指

導していたが， 1936年に分離育種を柱とする

チャの育種方法に関する論文を発表した)4)。

その内容は，今や手摘み手探みの時代から，

諸作業を機械による時代に移行しつつあり，

在来園は稲，麦のように特性の斉一な茶園に

変える必要がある。そのため，まず分離育種

法から実施すべきとし在来種中から育種目

的に合致したものを選抜し描木によって増

殖し比較試験を経て優良樹を決める。もし

一般栽培で台湾茶の場合と同様，分生法(栄

養繁殖法)が採用される時代が来れば，品種

育成はこれまで(優良樹が選抜された段階)

で実用上差し支えない。しかし現在は種子

繁殖が普通で、あるので，優良樹から自家受粉

によって得られた種子の次代鑑定をし，親樹

と同一形質をあらわす純系品種をつくる必要

があるとしている。そして，国は各研究機関

を組織した品種改良ならびに普及計画を樹立

?社悶法人日本茶業中央会:平成24年度茶業関係資料. pp.23-25. 
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するよう提言した。この品種育成についての

考え方は，次に述べる茶樹育種要綱でも基本

的にはほぼ同様で、，わが国のチャの育種の方

向付けをする重要な提言であった。

農林省はこれを受けて1935年に奈良，静岡，

宮崎に指定茶原種闘を設置， 1939年には埼玉

に， 1940年には鹿児島(紅茶用)にも同原種

圃を設置，本格的な育種が開始された15)。

前記の竹崎の論文のなかに，選抜された有

望系統は描木によって増殖するとあり，さら

に「括木はすでに研究が進んで、，実生とほと

んど変わりなく育百ができるようになった」

と記されている。当時は取木法が主体であっ

たが，奈良県立農事試験場茶業分場押田幹太

は1930年から竹崎の指導で，チャの普遍的な

括木育苗技術の確立を目的に研究し， 1936年
にその成果を発表した16)。すでに，このとき

分生品種育成のための基盤ができていたと言

えよう。この技術は戦後の優良品種の増殖普

及に大きく寄与することになる。

4 茶樹育種要綱策定の経過

前述のように，戦後，優良品種の育成，普

及への要請が高まり，茶樹育種要綱を含む

育種体系『茶樹品種改良の組織』の検討が，

1950年から進められた。

4， 1 農林省農業改良局研究部主催の審議

の経過

この育種体系の“まえがき"にあるように，

1950年6月に第 1回の打合せ会を聞いて以

来， 1951年10月までに，金谷(茶試)，西ケ

原(農林省農業技術研究室)，霞ヶ関(農林

省)において数回討議を重ね，最後に全国茶

業関係者にはかつて決定された。この案の作

成に協力したのは，茶試験研究機関の専門技

術者，改良局研究部研究企画官，特産課及び

検査課各係官，農業技術研究所遺伝生理部及

び園芸部の各技官，東大農学部の教授等であ

って，今後の茶樹育種の重点を種子繁殖にお

くこととしこれに基づいて審議を重ね，立

案した。

当時，農業改良局研究部には茶試出身の上

野健二研究企画官がおり，この育種体系の策

定についても多大な尽力をされた。打合せ会

は同企画官を中心に行われたと見られ，次に

述べる茶試で作成した原案が審議された。な

お， 1949年に設置された農業改良局研究部の

中に，作物別の専門家を置き，研究内容や技

術普及の要点などを企画することになった。

これは米国農務省の中にあるプロジ、ェクトリ

ーダーにならったもので，日本ではこれを研

究企画官と称することになり17)， 1949年当時，

茶試製茶部長であった上野健二氏が初代の茶

(茶業)の研究企画官となった。

4， 2 茶試における原案作成の経過

『茶樹品種改良の組織Jの原案は前述のよ

うに志村喬室長が中心になって作られた。同

室長は1933年以来，茶試に収集された多くの

材料を用いた育種並び、に育種研究を行ってい

た5)。同室長はチャの育種法について「チャ

の繁殖法には実生繁殖と分生繁殖とがあり，

これによって育種の方法も変わる。実生繁殖

は最も一般的な繁殖法で，わが国でも古来こ

の方法が行われてきたし海外の茶産地でも

実生繁殖が多い。実生繁殖では直根が深く伸

びるため，条件の悪いところでも繁殖が容易

であるが，描木や取木では根が浅く，干害に

弱く，養分吸収力も弱いので労力がかかり，

肥沃な畑でないと成功しない。従って増殖に

は実生繁殖が有利で，これに適する実生品種

の育成が必要であるJ18) としていた。この

根系に関する見解は，実生樹の根系発達が描

木樹や取木樹よりも深さ，広がりが優るとす

る同室長の研究結果19) によるものと見られ

る。

『茶樹品種改良の組織』は， A，茶樹育種

要綱， B，品種の命名発表， C，品種の増殖

普及， D. 実施計画，そして，別表及び改良
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局長宛の新品種命名に関する申請書様式等で

構成されている。このうちA. 茶樹育種要綱

は実生品種育成と分生品種育成に大別され，

それぞれに分離育種と交雑育種を行うことに

なっている。実生品種育成では第 1次選抜と

第2次選抜を経た優良個体について，自家採

種で実生園を栽培し母型の出現数の多いも

のを実生品種として扱う。なお，さらに優良

かっ遺伝的純度の高い，すなわち，後代実生

群の特性の均整度の高い品種を育成するた

め，選抜された優良株について，純系分離を

行うとなっていた。この遺伝的純度は，後述

するように選抜時の調査項目のひとつで，種

子発芽後 1~2 年を経た春芽について，各個

体のかたち，大きさ，葉色，萌芽期などを観

察によって調べ，母型の出現数を算出し，%

で示すことになっており，品種登録時にはそ

の記載が必要となった。一方，分生品種育成

では選抜は実生品種育成法に準ずるが，分生

繁殖能力を精査するとしている。さらに，実

生品種の育種中に，特性は優れているが雑種

性が高く，すなわち，後代実生群の均整度が

低く実生繁殖用として不適当なものは，分生

品種として利用するとなっていた。

この原案は数回にわたる農業改良局研究部

主催の打合せ会の結果を受けて，茶試では志

村室長を中心に，その対応、や検討が進められ

た。そのなかで，実生品種育成の中に 1代雑

種利用による育種法が追加され，これを加え

図 1aのように 3本立となった。この 1代雑

種利用では，すでに育成された品種，あるい

は優良自殖系統の中からその特性を考慮し

育種目的にしたがって組み合わせを作り，人

工交配を行い，得られた実生群の諸特性を調

べ，優良形質を有する個体の出現割合が多く，

均整度の高い組み合わせを選抜する。選出さ

れた両親を分生繁殖で増殖しこれを交互に

栽植し優良組み合わせ決定試験に供するこ

a 1952年策定

茶樹の収集

b 1958年改訂(第1次) ¥ ¥ c 1977年改訂(第2次)

(実生品積の育成〉 茶樹の収集 (分生品樋の育成〉 。

チャの収集と母本の選定

実主E繁殖 業生繁荊

霊能 設定

命名発表 命名発~託 命名発表

11 

一丁
笠定 査定

喜Z糊潤 採軒if，:1J 採簡閲

命名 命名

図1 チャ育種要綱策定および改訂時に示された育種の手順
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とになっていた。

また. D 実施計画も後半になり追加され

た。これは品種育成に関する具体的な進め方，

すなわち，茶樹の収集と試験園の作り方や，

選抜，純度検定試験，優良品種決定試験など

の方法を詳しく説明するもので，さらに，国

の育種試験地，及び依頼すべき特性検定と地

方適否の各試験地を茶種別に示した。

本要綱の別表[1 ]第2次選抜調査項目は，

茶試が過去に作成していた「茶樹品種命名記

載方法J(表 1)に示された調査項目及び基

準が，ほぼそのまま転用された。この「記載

方法」は縦書きがり版 1枚刷りで，官頭部分

は『第一.来歴，育成経過ヲ記ス。第二.品

種ノ概要，品種ノ特性並実用性質等ニツキ概

述ス一一一』などとあり，おそらく前述の指

定茶原種圃での品種育成のために作成された

ものと推定され，いわば，この育種要綱の前

身的資料と見ることもできる。ただしその

中の調査項目が本要綱に転用される際，結実

性，種子発芽歩合，遺伝的純度の 3項目が挿

入された。

さらに，別表 [2]優良品種決定試験の方

法及び調査項目の中に標準品種の記載があ

る。前記「記載方法」所載の標準品種は，緑

茶は‘薮北紅茶は国茶C-8号(後の‘べ

にほまれ.)となっており，これらがそのま

ま転用された。‘薮北. (品種登録時に‘やぶ

きた' となる)は，当時すでに代表的品種と

しての評価を受けていたことが分かる。育種

要綱ではこれら 2品種の他に，釜妙茶用に宮

崎9号(後の‘たかちほ.).玉緑茶用には国

茶U-17号(後の‘たまみどり.)が標準品

種となった。

茶試で作成した最終原案について. 1952年

1月に上野研究企画官を交え，育種要綱のう

ち特に実生品種育成法やその実施計画につい

て検討された。茶試ではすでに多くの自殖系

統を養成中で，その中から有望系統を選出し

ており，実生品種育成は可能と判断していた

が，一方で自家受精は困難とする見解15) も

あったので，そのような自殖の問題や実生品

種育成の進め方などについて活発に議論され

た。

このようなことから. r茶樹品種改良の組

織』の“まえがき"には次のように記されて

いる。

「もとより種子繁殖を実施する上には，固

定度の高い系統の選抜が先決であり，自家受

精に関する研究実績がその根本とならなけれ

ばならない。しかし茶樹は永年作物で播種

後，少なくとも 4~5年を経なければ，開花，

結実しないから，固定度を高めるには多くの

年月を要し，いまだに研究は完成されていな

い。」

そして，この育種体系の必要性と今後の方

向を，これに続けて次のように説いている。

「しかるに優良品種の育成及び普及は今日

最も切実な要請で、あって，茶の生産改良，輸

出の促進，経営の合理化等あらゆる問題がす

べて品種改良にかかっている現状であるか

ら，取りあえずこの育種組織を実行に移し，

並行的に行われる方法論的研究の進展にした

がって改善をはかることとした。すなわち，

実生繁殖用品種の育成事業をあくまで基本線

として，育種体系に基づいた試験研究を早急

に開始し. 1代雑種利用による育種法及び分

生品種育種法において成果をあげつつ，漸次

中心点に向かつて進むべきであると考えられ

る。」この最後の部分からは，方法論的研究

に長期間を要すると見込まれることから，当

面は. 1代雑種利用，あるいは分生品種育種

法による成果を期待していたことがうかがわ

れる。

5 育種要綱策定に続く品種登録

この要綱策定の翌年と翌々年(1953.54年)

に，わが国で最初の農林番号を付した品種が

登録された12. 13)。すなわち，前記の育種要綱

によって新品種が育成されるのは，なお数年
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後と見込まれることから，この聞に昭和初期

から茶試並びに埼玉，静岡，奈良，宮崎，鹿

児島の各県の指定茶原種圃，及び京都府茶業

研究所で育成され，一般に普及の段階に移さ

れつつある優良品種を，順次，農林番号を付

して公にすることとした。 1953年には緑茶用

10品種，紅茶用 5品種が， 1954年には緑茶用

(玉露・礎茶用含む) 5品種，紅茶用 1品種

が登録された。

育種要綱では実生品種育成を基本とすると

されたものの，ここに登録された品種は，一

部を除き遺伝的純度は低く，いずれも栄養繁

殖を前提としたものであった。ただし同要

綱の策定以前には，必ずしも遺伝的に純系で

なくても，次代が常に一定の割合で親株の遺

伝型を伝える場合には，実用的にこれを実生

品種とみなすとの考え方があった15.20)。こ

のようなことから，遺伝的純度が高いと評価

されていた‘やまとみどり，みよし'は，登

録に際し実生繁殖用に適するとされた。同純

度はそれぞれ91%. 70%で，因に‘やぶきた'

は43%であった。これらの種子繁殖に際して

は，播種後 2~3 年の聞に春芽をよく観察し，

親木に似ていないものや不良個体を間引くこ

とにより，在来種よりは優れた茶園ができる

ものと考えられていた。

6 育種要綱策定後，改訂(第 1次)に至る

経過

前述のように茶樹育種要綱は1952年に策定

されたが，その6年後の1958年に改訂される

ことになった21)。この間の経過は全国茶試験

研究打合せ会育種部会の議事録，及び当時の

埼玉県豊岡指定試験地の塘二郎主任(後に農

林省茶業試験場長)の手記22)によると，お

よそ次のようなものであった。

『茶樹品種改良の組織』の“まえがき"に「種

子繁殖を実施する上には，固定度の高い系統

の選抜が先決であり，自家受精に関する研究

業績がその根本とならなければならない」と

あることから，各研究場所で自殖に関する研

究が行われた。特に埼玉県の塘主任らは，自

家受精に関する研究を精力的に実施し他家

受精に比べ結実率が著しく低く，その理由と

して受粉後に柱頭上の花粉発芽が弱く，花柱

内の花粉管伸長速度が遅い上，花柱基部~子

房上部での花粉管の著しい停滞が起こること

などを明らかにしこの内容を1956年発行の

育種学会誌に発表したお)。また，塘主任はこ

の結果を上野研究企画官に説明，育種要綱の

改訂に必要な農業改良局研究部主催の打合せ

会の開催を要望した。

1956年2月の全国茶試験研究打合せ会育種

部会24)で，前記の埼玉県を始め各場所の試

験結果から，自家受精により種子を得ること

が極めて困難なことが説明された。そして，

さきに公表された育種要綱のうち，実生品種

育成は実施が困難な点のあることが指摘さ

れ，今後，検討会を聞いて適宜修正すること

とした。

また，この育種部会の座長である農林省東

海近畿農業試験場(以下東海近畿農試とする)

茶業部原田重雄品種改良研究室長から自家受

精による採種が困難であれば，インド・アッ

サム州での例を参考に，チャの自家不和合性

を利用して，わが国でも雑種第 1代の利用に

進むべきことが強調された24)。折しも，この

会議では，同時に“Bohチャ種子"が議題と

なっていた。この種子はその前年に原田室長

が，マライ(現マレーシア)のBohエステート

から取り寄せて，育種関係場所に配付したお)

もので，その生育状況が話し合われた。本種

はアッサム州マニプル種に由来し，比較的遺

伝的純度が高く，品質も良さそうとの説明が

あった。筆者も当時播種後の生育状況を調べ

たが，生育良好で、外観的には極めて斉一で、，

このような種子が得られるならば，わが国で

も実生品種育成が十分可能と思わせるものが

あった。また，この種子の配付を受けた各場

所の育種関係者も同様の感想、を持ったものと
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チャの育種要綱策定と改訂(第 1. 2次)に至る経過

思われる。ただし本種は耐寒性が弱いため

温室で生育させたが，金谷で試験的に露地栽

培したところ，やはり越冬は困難であった。

1957年10月，農林省振興局研究部主催の茶

樹育種要綱改訂に関する検討会が実施され

たお)。それまでの自家受精に関する研究結果

等を参考に，東海近畿農試原田重雄室長が中

心になって作成した改訂原案が審議された。

出席者は上野研究企画官(座長)，東京大学

戸苅，松尾両教授，名古屋大学志村喬教授(前

東海近畿農試茶業部品種改良研究室長)，並

びに東海近畿農試原田重雄室長，農林省九州、|

農業試験場(以下九州農試とする)育種研究

室讃井元室長，埼玉県豊岡指定試験地の塘二

郎主任らであった。育種部会議事録にその詳

細な記載はないが，塘氏の手記22)によると

同氏からの自家受精に関する研究業績の説明

と質疑を含め，今後の進め方について検討さ

れた。(同氏の手記ではこの会議が1958年5

月となっているが，育種部会議事録にあるよ

うに1957年10月が正しいと思われる。)

1958年2月に全国茶試験研究打合せ会育

種部会26)が九州農試(羽犬塚)で実施され，

前記の振興局研究部主催の検討会で審議され

た改訂原案に基づいて作られた改定案が検討

された。すなわち，この改定案の根本的な考

え方を中心に詳細論議し，さらに逐条審議の

上，最終案(図 1b) を作成し一同の賛同

を得て，同年6月に振興局研究部から発表さ

れた。育種部会議事録には当日の改訂に係わ

る問題点が次のように記されている。

「現在の育種要綱は茶樹育種の重点を種子

繁殖におくこととして作成したものである

が，実生品種の育成においては，自家受精が

困難で自殖種子の獲得がほとんど望めないと

いう根本問題があり，純系分離により純度の

高い実生品種を育成することは不可能に近い

ため，この要綱に基づく育種の実施は困難で、，

それよりはむしろ，雑種利用により実用形質

について均等性の高い品種を育成することを
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主体におくのが妥当である。もちろん，この

改訂案によって実生品種の育成が早急に容易

に実現するとも思われないが，現在の要綱よ

りは相当すっきりし実際に則してきたと思

うものである。しかし主要形質の均等度の

検定，育種年限短縮の問題など研究の余地が

多分にあり，さらに，これらの方法論的研究

を推し進め，実生品種育成の実を上げるよう

にしていかねばならないと考える。」

このようにして， 1958年の改訂(第 1次)

により，実生品種育成は雑種第 1代利用のみ

に絞られ，分生品種育成との 2本立てとなっ

た。

7 第2次改訂に至る経過

育種要綱は1977年に再度改訂されることに

なった。再改訂された要綱初の“まえがき"

によると，当初の育種要綱では実生繁殖用品

種を基本線とし，栄養繁殖用の育成は補助的

なものとされていたが，研究の進展に伴い，

チャが自家不和合に近いことが明らかになっ

たため，実生繁殖用品種の可能性はうすれ，

実際の育種事業は栄養繁殖用品種に限られて

きた。

このような状況から， 1968年度の総括検討

会育種部会において，育種要綱改正が議題と

して取り上げられ， 1969， 70年度の阿部会の

検討を経て，従来の育種要綱のうち，実生繁

殖用品種育成の項は，その見通しが立つまで

削除し，チャの育種は当面は栄養繁殖一本に

絞ることとした。同時に，育成に伴う調査方

法も実情に合ったように改正すべきとの意見

が強かったので. 1970年から1972年にかけ，

同部会において討議が重ねられた。これらの

討議結果を取りまとめ本要綱が作成された

(図 1c)。
この改訂に至る聞の新品種育成状況を見る

と，前述のように育種要綱策定直後に， 21品

種が農林登録された後. 12品種が登録されて

おり，いずれも栄養繁殖用品種で、あった。
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8 育種要綱策定と改訂が行われた時期の茶

園新改植状況

このような育種要綱策定と改訂が行われた

時期に，茶園の新改植はどのように進められ

ていたであろうか。図2に年次別茶園増加面

積並びに品種化率の推移を，図 3にチャ繁殖

方法の変遷却 を示す。

戦後はアメリカ，カナダ向けに始まり，し

だいにアフリカ向け茶輸出が増大した。この

ような海外向け需要に支えられ，全国的に茶

の生産意欲は高まり，茶園面積は図 2に見ら

れるように急速に増加. 1955年には全国で 1

年に3000ha以上もの増加を見ている。ただ

しその繁殖方法は図 3にも示されるように，

1950年代半ば過ぎまでは種子繁殖が主体であ

った。すなわち. 1950年から58年までに増加

した茶園面積は合計約15.000haで，そのうち

茶原種農場での種子生産が期待された却)。

農林省は1947年に茶原種農場を静岡県金谷

町，奈良県奈良市，鹿児島県知覧町に設置

し種子及び苗木の生産を開始. 1950年に茶

樹優良種苗配付要綱を設定し31) 原則として

原種はまず各府県に配付，そこで採種園や採

苗園をっくり ，生産された種子や苗を一般に

普及することになっていた。このことは前記

の 『茶樹品種改良の組織』の品種の増殖普及

の項に明記されている。当時の記録31)によ
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7.9%で，増加面積の多くは種子繁殖と見ら

れる。ただし，当時，優良品種の採種園はなく，
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チャの育種要綱策定と改訂(第1， 2次)に至る経過

ると種子の配付は1951年から開始し， 1962 

年まで実施されたが，そのうち‘やぶきた'

が最も多く， 3農場合わせて約50ha相当(播

種量25.e/10 aとして)であった。また， ‘や

まとみどり'は8.5ha， ‘みよし'が1.2ha相当

で， ‘いんどなとマ紅茶品種が計l.lha相当で

あった。このほか各府県，民聞から，品種の

種子がどの程度供給されたかは明らかでない

が，優良品種の種子が使われたとしてもごく

小面積で，増殖のほとんどは入手しやすい在

来種種子に依存せざるを得なかった。

一方，茶原種農場における優良品種の苗木

については， 1949年以降，毎年各地へ配付さ

れ，各農場とも‘やぶきた'が最も多かった31)。

静岡県では1946年から始まる茶園増殖5か年

計画が，農林省の茶業復興5か年計画に準じ

て立案されたが，終戦直後のことで計画通り

には進まなかった32)。当時，苗木の生産量も

少なく，茶農家の要望には遠く及ばずおさ

らに，定植後の管理技術が未熟なため活着不

良を招いた。苗が普及しない大きな原因は，

移植後の活着の困難性にあった34)。このよう

に当初は苗による品種の普及は計画通り進ま

なかったが，茶農家に品種の存在を知らせる

上では成果があったとされている35)。

1950年代後半に入ると，アフリカ向け輸出

は年毎に減少，茶農家の収益性は低下，茶園

面積も増加しなくなる。しかし静岡県では

この時期に茶園の品種化が内需拡大の最重要

課題と位置付け，在来種から優良品種への改

植を強力に推進した。茶園面積が1950年代後

半から60年代前半にかけて変化が少ないの

は，輸出不振が関係しているが，静岡県では

在来種から品種への改植を進めていたため，

統計上面積増として現れなかった35)。しかし

1960年代後半から70年代に入ると新植分も増

え，これら新改植はすべて栄養繁殖された優

良品種，特に‘やぶきた'が用いられた。また，

鹿児島県，熊本県，宮崎県の品種茶園は1968

年頃から急速に増加し 1976年の九州全体の

茶園面積に占める優良品種茶園の割合は76%

に達し，同じく ‘やぶきた'の割合は49%を

示しこれらは全国平均を上回っていた36)。

1960年代なかば以降，折からの高度経済成

長による所得の増大傾向と相まって，茶の国

内消費が増加しさらにその「高級化」も進み，

1960年代後半から70年代にかけて茶業は好況

期を形成することになる釘)。すなわち，国内

消費の拡大は茶業経営の収益性を高め，専用

茶園面積の増大をもたらすことになった。そ

れまでに新改植された茶園による‘やぶきた'

茶が消費者の曙好を刺激して，消費拡大を招

き，さらなる面積増加へ進むという好循環を

もたらしたと見ることができる。

栄養系品種の普及に際し，当初は前述のよ

うに定植時や幼木園の管理などに種々の問題

を生じたが，育苗や管理技術の改善による収

益性向上とともに， しだいに克服され，新改

植が順調に進むことになった。そして，実生

繁殖は急速に減少，栄養繁殖は‘やぶきた'

に先導されるかたちで，その地位を確実なも

のにしてゆくことになった。

9 おわりに

ここまで述べてきたように，チャの育種要

綱は戦後間もない1952年に策定され，実生品

種育成を基本とするものであった。当時はま

だ種子繁殖が一般的で，また，それを前提と

した育種並びに育種研究が行われてきたこ

と，さらに，当時一部に苗による増殖も始ま

っていたが，まだ技術的に一般化しておらず，

実生のほうが根系が深く，栽培しやすいとさ

れていたことなども背景にあった。しかし

この育種要綱は方法論に係わる研究の進展に

伴い，チャは自家不和合性が強く，自殖種子

の採種が難しいことが明らかとなり，実生品

種育成は自家不和合性を利用した 1代雑種利

用のみで進めるよう改訂された。しかしそ

の後，種々検討の結果， 1977年に実生品種育

成の項は削除され，当初からこれと平行して
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実施してきた，分生品種育成のみに絞られた。

研究機関でこのような育種方法に関する検

討が行われている聞に，チャ栽培の現場でも，

実生繁殖から栄養繁殖への移行が進み， 1960 

年代の初め頃の茶園増殖は，すでに栄養繁殖

の割合が種子繁殖をかなり上回っていた(図

3)。鳥屋尾は1964年に「茶樹の実生系品種

についての考察」と題する論説お)を発表し

その中で実生品種育成を基本とする育種要綱

について，分生品種育成に比べ，育成に長い

年月と著しく大きな育種組織(人員・予算・

圃場)を要し増殖率も劣るなどの問題点を

指摘した。そして，今や描木繁殖技術が著し

く発達，一般農家へも深く浸透し栄養繁殖

で十分増殖できる現状になったことから，実

生品種育成を基本とする立場を改めるよう強

調した。かつて竹崎14)が品種育成について，

「分生法が採用される時代が来れば，これま

で(優良樹が選抜された段階)で，実用的に

は差し支えない」としたが，鳥屋尾が述べて

いる当時のチャ栽培の現状は，まさにその“時

代"が到来したことを示していた。このよう

に現地の茶園増殖は，分生品種で十分対応で

きるようになり，やがて，実生繁殖は行われ

なくなった。

前述のように，茶樹育種要綱は今後の育種

の重点を実生品種育成におくこととして策定

されたが，冒頭で述べた『茶樹品種改良の組

織」の“まえがき"にもあるように，当初よ

り育成法に課題を含んだままの発足であっ

た。これは優良品種の育成及び普及が当時の

最も切実な要請で、あったため，取りあえずこ

の『組織Jを実行に移し方法論的研究によ

る改善を図りつつ進めるとした。そして，当

面は，分生品種育成により成果を上げること

が期待された。その後の経過を見ると，結局，

実生品種育成は削除されることになり，この

ような位置付けであった分生品種育成が，戦

後のチャ品種育成の主役として，多くの優良

品種を誕生させることになった。育成された
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これら品種のほとんどが交雑育種によるもの

で，耐病虫性，香味特性や機能性等，過去に

なかったような特長ある優れた品種となって

いる。これらは多くの育成者により，長い年

月をかけて得られた貴重な成果で，今後も広

く活用されることを期待したい。
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